
 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会 輸送連絡調整会議設置要綱 

 

平成２７年７月３０日決定 

令和元年６月１９日最終改正 

（設置目的） 

第１条 本会議は、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「大会」という。）におけ 

る輸送について、輸送関係者間の意見調整を図るとともに、輸送方針の策定等を目的として、設置す

る。 

 

（会議の名称） 

第２条 本会議の名称は、「東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議」（以 

下、「輸送連絡調整会議」という。）とする。なお、各道県輸送連絡調整会議と区別する必要がある場 

合には、「東京圏輸送連絡調整会議」と表記する。 

 

（検討事項） 

第３条 輸送連絡調整会議は、次の事項について検討を行う。 

一 オリンピック・ルート・ネットワーク及びパラリンピック・ルート・ネットワークの設置及び 

車両による輸送に関する事項 

二 公共交通機関による輸送及び歩行者の誘導に関する事項 

三 その他必要な事項 

 

（設置期間） 

第４条 輸送連絡調整会議の設置期間は、原則として設置の日から令和３年３月３１日までとする。 

 

（構成） 

第５条 輸送連絡調整会議は、座長、副座長及び委員をもって構成する。 

２ 輸送連絡調整会議には、個別課題の詳細事項を検討するため、個別課題毎に輸送検討会を設置する

ことができる。 

３ 輸送検討会は、座長及び委員をもって構成する。 

 

（輸送連絡調整会議の座長等） 

第６条 座長は、輸送連絡調整会議を主催し、会務を総理する。 

２ 座長は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（以下「組織委員会」

という。）輸送局長及び東京都オリンピック・パラリンピック準備局技監をもって充てる。 

３ 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代行する。 

４ 副座長は、組織委員会輸送局次長、同輸送企画部長及び東京都オリンピック・パラリンピック準備

局輸送担当部長をもって充てる。 

  

（輸送連絡調整会議の委員等） 

第７条 委員は、輸送に関わる関係機関より充てるものとし、別表１に掲げる者とする。 

２  委員は、必要に応じ、輸送連絡調整会議の承認を得て、新たな委員の就任や退任を可能とするもの

とする。 

３ 委員の任期は、令和３年３月３１日までとする。 

（案） 資料１－１ 



 

（輸送検討会） 

第８条 輸送検討会の座長は、輸送検討会を主催し、会務を総理する。 

２ 輸送検討会の座長は、輸送連絡調整会議の副座長から充てる。輸送検討会の委員は、個別課題に応 

じて、別表１記載の関係機関から充てる。 

 

（招集等） 

第９条 輸送連絡調整会議及び輸送検討会は、各座長が招集する。 

 

（会議の公開） 

第１０条 輸送連絡調整会議は、公開することにより不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特 

定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある関係機関との協議未了の未確定情 

報が含まれるため、非公開とする。 

２ 輸送連絡調整会議の資料は、原則公開する。ただし、前項に掲げる未確定情報が含まれる資料につ

いては、全部又は一部を非公開とする。 

３ 輸送連絡調整会議の議事録は、その要旨を原則公開する。ただし、第１項に掲げる未確定情報が含

まれる場合は、全部又は一部を非公開とする。 

 

（事務局） 

第１１条 輸送連絡調整会議及び輸送検討会の事務局は、組織委員会及び東京都に置く。 

 

（開催方法） 

第１２条 輸送連絡調整会議及び輸送検討会の開催方法は、各座長が各会議に諮って決定する。 

   

（他会議との連携） 

第１３条 輸送連絡調整会議は、大会の円滑な輸送の実現に向けて市民生活や経済活動への影響を踏ま 

えつつ交通行動を見直す取組を検討・調整する「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 

に係る交通輸送円滑化推進会議」と連携に努める。 

２ 輸送連絡調整会議は、大会の輸送について技術的な見地から専門的な検討を行う「東京 2020 オリ

ンピック・パラリンピック競技大会 交通輸送技術検討会」と連携に努める。 

 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めのない事項については、輸送連絡調整会議の座長が別に定める。 

 

附 則 この要綱は、平成２７年７月３０日から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成２９年１月２０日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成２９年５月１８日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年１月１９日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年４月１２日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年１１月６日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３１年３月２７日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、令和元年６月１９日 から施行する。 



別表　１

機関 所属等 役職

（公財）東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会 輸送局 局長

東京都 オリンピック・パラリンピック準備局 技監

（公財）東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会 輸送局 次長

（公財）東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会 輸送局輸送企画部 部長

東京都
オリンピック・パラリンピック準備局
大会施設部輸送担当

部長

東京都
オリンピック・パラリンピック準備局
大会施設部輸送担当

部長

内閣官房
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競
技大会推進本部事務局

参事官

内閣官房
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競
技大会推進本部事務局

参事官

警察庁 長官官房 審議官

警察庁 交通局 調査官

警察庁
警備局警備運用部警備第一課
東京オリンピック・パラリンピック警備対策室 室長

国土交通省 総合政策局 政策課 課長

国土交通省 総合政策局物流政策課 課長

国土交通省 総合政策局公共交通政策部交通計画課 課長

国土交通省 道路局企画課 課長

国土交通省 自動車局旅客課 課長

国土交通省 鉄道局鉄道サービス政策室 室長

国土交通省 港湾局計画課 課長

国土交通省 関東運輸局交通政策部 部長

国土交通省 関東地方整備局道路部 部長

国土交通省 東京航空局東京空港事務所総務部 部長

経済産業省 商務情報政策局商務・サービスグループ物流企画室 室長

農林水産省 食料産業局食品流通課 課長

警視庁 交通部交通総務課 課長

警視庁 交通部交通規制課 課長

警視庁 交通部交通管制課 課長

警視庁 警備部警備第一課 課長

警視庁
オリンピック・パラリンピック競技大会総合対
策本部

総合対策官

備考

座長

座長

副座長

副座長

副座長

副座長

委員

1



機関 所属等 役職 備考

埼玉県警察 警備部オリンピック・パラリンピック対策課 課長

千葉県警察 警備部オリンピック・パラリンピック対策課 参事官・課長

神奈川県警察 警備部オリンピック・パラリンピック対策課 課長

海上保安庁 第三管区海上保安本部交通部航行安全課 課長

東京消防庁 企画調整部 部長

首都高速道路㈱ 計画・環境部 部長

首都高速道路㈱ 保全・交通部　道路情報・交通室 室長

東日本高速道路㈱　関東支社 管理事業部 部長

中日本高速道路㈱　東京支社 保全・サービス事業部 部長

中日本高速道路㈱　八王子支社 保全・サービス事業部 部長

成田国際空港株式会社 空港運用部門総合安全推進部 部長

東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部営業部 次長

東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部運輸車両部 次長

(一社)日本民営鉄道協会 常務理事

東京地下鉄㈱ 鉄道本部オリンピック・パラリンピック推進室 室長

東京臨海高速鉄道㈱ 運輸部 部長

東京モノレール㈱ 常務取締役

㈱ゆりかもめ 運輸部 部長

東京都観光汽船㈱ 運航部海務課 課長

(一社)東京バス協会 理事長

(一社)東京ハイヤー・タクシー協会 専務理事

（一社）東京都トラック協会 専務理事

（一社）東京港運協会 事務局長

（公社）日本ロジスティクスシステム協会 専務理事

（一社）日本物流団体連合会 事務局長

（一社）日本経済団体連合会
ソーシャル・コミュニケーション本部オリンピック・パ
ラリンピック等推進室 室長

東京商工会議所 地域振興部 部長

（公社）経済同友会 執行役

委員
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機関 所属等 役職 備考

（公財）日本道路交通情報センター 理事

東京二十三区清掃一部事務組合 施設管理部 部長

埼玉県 企画財政部交通政策課 参事・課長

埼玉県 県土整備部 県土整備政策課 政策幹

さいたま市 建設局土木部 部長

千葉県
環境生活部オリンピック・パラリンピック推進
局開催準備課

課長

千葉市 建設局土木部 部長

神奈川県 県土整備局道路部 道路管理課 課長

横浜市
市民局スポーツ統括室オリンピック・パラリン
ピック推進部

担当部長

千代田区 環境まちづくり部 部長

中央区 環境土木部 部長

港区 街づくり支援部 部長

新宿区 みどり土木部 部長

文京区 土木部 部長

台東区 都市づくり部土木担当 部長

墨田区 都市整備部 部長

江東区 土木部 部長

品川区 都市環境部 部長

目黒区 都市整備部 部長

大田区 都市基盤整備部 部長

世田谷区 道路・交通政策部 部長

渋谷区 土木部 部長

中野区 都市基盤部 部長

杉並区
区民生活部オリンピック・パラリンピック連携
推進担当

部長

豊島区 都市整備部土木担当 部長

北区 土木部 部長

荒川区 防災都市づくり部 部長

板橋区 土木部 部長

委員
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機関 所属等 役職 備考

練馬区 土木部 部長

足立区 都市建設部 部長

葛飾区 交通・都市施設担当 部長

江戸川区 都市開発部 部長

府中市 都市整備部 部長

調布市 都市整備部 部長

川越市 総合政策部オリンピック大会担当 部長

狭山市 総合政策部 政策企画課 オリンピック準備室 担当課長

朝霞市 都市建設部 部長

和光市 企画部 部長

新座市 オリンピック・パラリンピック推進室 室長

一宮町 オリンピック推進課 課長

東京都 都市整備局都市基盤部 部長

東京都 建設局道路保全担当 部長

東京都 建設局道路建設部 部長

東京都 港湾局総務部企画担当 部長

東京都 港湾局港湾経営部 部長

東京都 交通局自動車部 部長

東京都 交通局電車部 部長

（公財）東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会

大会運営局会場マネジメント部
会場周辺調整担当

部長

（公財）東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会 パラリンピック統括室 室長

（公財）東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会 警備局会場警備統括部 部長

委員
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東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会 輸送連絡調整会議設置要綱 新旧対照表 

旧 新 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 輸送連絡調整会議設置要綱 

 

平成２７年７月３０日決定 

平成３１年３月２７日最終改正 

 

 

（設置目的） 

第１条 本会議は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「大会」という。）における輸

送について、輸送関係者間の意見調整を図るとともに、輸送方針の策定等を目的として、設置する。 

 

（会議の名称） 

第２条 本会議の名称は、「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議」（以下、

「輸送連絡調整会議」という。）とする。なお、各道県輸送連絡調整会議と区別する必要がある場合には、「東

京圏輸送連絡調整会議」と表記する。 

 

（検討事項） 

第３条 輸送連絡調整会議は、次の事項について検討を行う。 

一 オリンピック・ルート・ネットワーク及びパラリンピック・ルート・ネットワークの設置及び車両

による輸送に関する事項 

二 公共交通機関による輸送及び歩行者の誘導に関する事項 

三 その他必要な事項 

 

第４条 輸送連絡調整会議の設置期間は、原則として設置の日から平成３３月３１日までとする。 

 

（構成） 

第５条 輸送連絡調整会議は、座長、副座長及び委員をもって構成する。 

２ 輸送連絡調整会議には、個別課題の詳細事項を検討するため、個別課題毎に輸送検討会を設置す

ることができる。 

３ 輸送検討会は、座長及び委員をもって構成する。 

 

（輸送連絡調整会議の座長等） 

第６条 座長は、輸送連絡調整会議を主催し、会務を総理する。 

２ 座長は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（以下「組織委員

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 輸送連絡調整会議設置要綱 

 

平成２７年７月３０日決定 

令和元年６月１９日最終改正 

 

 

（設置目的） 

第１条 本会議は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「大会」という。）における輸

送について、輸送関係者間の意見調整を図るとともに、輸送方針の策定等を目的として、設置する。 

 

（会議の名称） 

第２条 本会議の名称は、「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議」（以下、

「輸送連絡調整会議」という。）とする。なお、各道県輸送連絡調整会議と区別する必要がある場合には、「東

京圏輸送連絡調整会議」と表記する。 

 

（検討事項） 

第３条 輸送連絡調整会議は、次の事項について検討を行う。 

一 オリンピック・ルート・ネットワーク及びパラリンピック・ルート・ネットワークの設置及び車両

による輸送に関する事項 

二 公共交通機関による輸送及び歩行者の誘導に関する事項 

三 その他必要な事項 

 

第４条 輸送連絡調整会議の設置期間は、原則として設置の日から令和３年３月３１日までとする。 

 

（構成） 

第５条 輸送連絡調整会議は、座長、副座長及び委員をもって構成する。 

２ 輸送連絡調整会議には、個別課題の詳細事項を検討するため、個別課題毎に輸送検討会を設置す

ることができる。 

３ 輸送検討会は、座長及び委員をもって構成する。 

 

（輸送連絡調整会議の座長等） 

第６条 座長は、輸送連絡調整会議を主催し、会務を総理する。 

２ 座長は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（以下「組織委員

資料１－２ 



会」という。）輸送局長及び東京都オリンピック・パラリンピック準備局技監をもって充てる。 

 

３ 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代行する。 

４ 副座長は、組織委員会輸送局次長、同輸送企画部長及び東京都オリンピック・パラリンピック準備局輸送

担当部長をもって充てる。 

 

（輸送連絡調整会議の委員等） 

第７条 委員は、輸送に関わる関係機関より充てるものとし、別表１に掲げる者とする。 

２  委員は、必要に応じ、輸送連絡調整会議の承認を得て、新たな委員の就任や退任を可能とするもの

とする。 

３ 委員の任期は、平成３３年３月３１日までとする。 

 

（輸送検討会） 

第８条 輸送検討会の座長は、輸送検討会を主催し、会務を総理する。 

２ 輸送検討会の座長は、輸送連絡調整会議の副座長から充てる。輸送検討会の委員は、個別課題に応じて、

別表１記載の関係機関から充てる。 

 

（招集等） 

第９条 輸送連絡調整会議及び輸送検討会は、各座長が招集する。 

 

（会議の公開） 

第 10 条 輸送連絡調整会議は、公開することにより不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者

に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある関係機関との協議未了の未確定情報が含まれるた

め、非公開とする。 

２ 輸送連絡調整会議の資料は、原則公開する。ただし、前項に掲げる未確定情報が含まれる資料について

は、全部又は一部を非公開とする。 

３ 輸送連絡調整会議の議事録は、その要旨を原則公開する。ただし、第１項に掲げる未確定情報が含まれる

場合は、全部又は一部を非公開とする。 

 

（事務局） 

第 11 条 輸送連絡調整会議及び輸送検討会の事務局は、組織委員会及び東京都に置く。 

 

（開催方法） 

第 12 条 輸送連絡調整会議及び輸送検討会の開催方法は、各座長が各会議に諮って決定する。 

 

 

会」という。）輸送局長及び東京都オリンピック・パラリンピック準備局技監をもって充てる。 

 

３ 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代行する。 

４ 副座長は、組織委員会輸送局次長、同輸送企画部長及び東京都オリンピック・パラリンピック準備局輸送

担当部長をもって充てる。 

 

（輸送連絡調整会議の委員等） 

第７条 委員は、輸送に関わる関係機関より充てるものとし、別表１に掲げる者とする。 

２  委員は、必要に応じ、輸送連絡調整会議の承認を得て、新たな委員の就任や退任を可能とするもの

とする。 

３ 委員の任期は、令和３年３月３１日までとする。 

 

（輸送検討会） 

第８条 輸送検討会の座長は、輸送検討会を主催し、会務を総理する。 

２ 輸送検討会の座長は、輸送連絡調整会議の副座長から充てる。輸送検討会の委員は、個別課題に応じて、

別表１記載の関係機関から充てる。 

 

（招集等） 

第９条 輸送連絡調整会議及び輸送検討会は、各座長が招集する。 

 

（会議の公開） 

第 10 条 輸送連絡調整会議は、公開することにより不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者

に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある関係機関との協議未了の未確定情報が含まれるた

め、非公開とする。 

２ 輸送連絡調整会議の資料は、原則公開する。ただし、前項に掲げる未確定情報が含まれる資料について

は、全部又は一部を非公開とする。 

３ 輸送連絡調整会議の議事録は、その要旨を原則公開する。ただし、第１項に掲げる未確定情報が含まれる

場合は、全部又は一部を非公開とする。 

 

（事務局） 

第 11 条 輸送連絡調整会議及び輸送検討会の事務局は、組織委員会及び東京都に置く。 

 

（開催方法） 

第 12 条 輸送連絡調整会議及び輸送検討会の開催方法は、各座長が各会議に諮って決定する。 

 

 



（他会議との連携） 

第 13 条 輸送連絡調整会議は、大会の円滑な輸送の実現に向けて市民生活や経済活動への影響を踏まえつつ

交通行動を見直す取組を検討・調整する「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係

る交通輸送円滑化推進会議」と連携に努める。 

２ 輸送連絡調整会議は、大会の輸送について技術的な見地から専門的な検討を行う「東京 2020 オリ  

ンピック・パラリンピック競技大会交通輸送技術検討会」と連携に努める。 

 

（その他） 

第 14 条 この要綱に定めのない事項については、輸送連絡調整会議の座長が別に定める。 

 

附 則 この要綱は、平成２７年７月３０日から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成２９年１月２０日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成２９年５月１８日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年１月１９日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年４月１２日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年１１月６日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３１年３月２７日 から施行する。 

 

 

別表１ 

機 関 所属等 役職 備考 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 
輸送局 局長 座長 

東京都 オリンピック・パラリンピック準備局 技監 座長 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 
輸送局 次長 副座長 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 
輸送局輸送企画部 部長 副座長 

東京都 オリンピック・パラリンピック準備局輸送担当 部長 副座長 

内閣官房 
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック 

競技大会推進本部事務局 
参事官 

委員 

内閣官房 
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック 

競技大会推進本部事務局 
参事官 

警察庁 長官官房 審議官 

警察庁 交通局 
 

調査官 

警察庁 
警備局警備課 

東京オリンピック・パラリンピック警備対策室 
室長 

国土交通省 総合政策局政策課 課長 

国土交通省 総合政策局物流政策課 課長 

国土交通省 総合政策局公共交通政策部交通計画課 課長 

（他会議との連携） 

第 13 条 輸送連絡調整会議は、大会の円滑な輸送の実現に向けて市民生活や経済活動への影響を踏まえつつ

交通行動を見直す取組を検討・調整する「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係

る交通輸送円滑化推進会議」と連携に努める。 

２ 輸送連絡調整会議は、大会の輸送について技術的な見地から専門的な検討を行う「東京 2020 オリ  

ンピック・パラリンピック競技大会交通輸送技術検討会」と連携に努める。 

 

（その他） 

第 14 条 この要綱に定めのない事項については、輸送連絡調整会議の座長が別に定める。 

 

附 則 この要綱は、平成２７年７月３０日から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成２９年１月２０日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成２９年５月１８日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年１月１９日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年４月１２日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３０年１１月６日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、平成３１年３月２７日 から施行する。 

附 則 この要綱の改正は、令和元年６月１９日 から施行する。 

 

別表１ 

機 関 所属等 役職 備考 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 
輸送局 局長 座長 

東京都 オリンピック・パラリンピック準備局 技監 座長 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 
輸送局 次長 副座長 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 
輸送局輸送企画部 部長 副座長 

東京都 オリンピック・パラリンピック準備局輸送担当 部長 副座長 

東京都 オリンピック・パラリンピック準備局輸送担当 部長 副座長 

内閣官房 
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック 

競技大会推進本部事務局 
参事官 

委員 

内閣官房 
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック 

競技大会推進本部事務局 
参事官 

警察庁 長官官房 審議官 

警察庁 交通局 
 

調査官 

警察庁 
警備局警備運用部警備第一課 

東京オリンピック・パラリンピック警備対策室 
室長 

国土交通省 総合政策局政策課 課長 

国土交通省 総合政策局物流政策課 課長 



国土交通省 道路局企画課 課長 

国土交通省 自動車局旅客課 課長 

委員 

国土交通省 港湾局計画課 課長 

国土交通省 鉄道局鉄道サービス政策室 室長 

国土交通省 関東運輸局交通政策部 部長 

国土交通省 関東地方整備局道路部 部長 

国土交通省 東京航空局東京空港事務所総務部 部長 

経済産業省 商務情報政策局商務・サービスグループ 物流企画室 室長 

警視庁 交通部交通総務課 課長 

警視庁 交通部交通規制課 課長 

警視庁 交通部交通管制課 課長 

警視庁 警備部警備第一課 課長 

警視庁 オリンピック・パラリンピック競技大会総合対策本部 総合対策官 

埼玉県警察 警備部オリンピック・パラリンピック対策課 課長 

千葉県警察 警備部オリンピック・パラリンピック対策課 参事官・課長 

神奈川県警察 警備部オリンピック・パラリンピック対策課 課長 

海上保安庁 第三管区海上保安本部 交通部航行安全課 課長 

東京消防庁 企画調整部 部長 

首都高速道路㈱ 計画・環境部 部長 

首都高速道路㈱ 保全・交通部 道路情報・交通室 室長 

東日本高速道路㈱関東支社 管理事業部 部長 

中日本高速道路㈱東京支社 保全・サービス事業部 部長 

中日本高速道路㈱八王子支社 保全・サービス事業部 部長 

成田国際空港㈱ 空港運用部門総合安全推進部 部長 

東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部営業部 担当部長 

東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部運輸車両部 次長 

(一社)日本民営鉄道協会 ― 常務理事 

東京地下鉄㈱ 鉄道本部オリンピック・パラリンピック推進室 室長 

東京臨海高速鉄道㈱ 運輸部 部長 

東京モノレール㈱ ― 常務取締役 

㈱ゆりかもめ 運輸部 部長 

東京都観光汽船㈱ 運航部海務課 課長 

(一社)東京バス協会 ― 理事長 

(一社)東京ハイヤー・タクシー協会 ― 専務理事 

（一社）東京都トラック協会 ― 専務理事 

国土交通省 総合政策局公共交通政策部交通計画課 課長 

国土交通省 道路局企画課 課長 

国土交通省 自動車局旅客課 課長 

委員 

国土交通省 港湾局計画課 課長 

国土交通省 鉄道局鉄道サービス政策室 室長 

国土交通省 関東運輸局交通政策部 部長 

国土交通省 関東地方整備局道路部 部長 

国土交通省 東京航空局東京空港事務所総務部 部長 

経済産業省 商務情報政策局商務・サービスグループ 物流企画室 室長 

農林水産省 食料産業局食品流通課 課長 

警視庁 交通部交通総務課 課長 

警視庁 交通部交通規制課 課長 

警視庁 交通部交通管制課 課長 

警視庁 警備部警備第一課 課長 

警視庁 オリンピック・パラリンピック競技大会総合対策本部 総合対策官 

埼玉県警察 警備部オリンピック・パラリンピック対策課 課長 

千葉県警察 警備部オリンピック・パラリンピック対策課 参事官・課長 

神奈川県警察 警備部オリンピック・パラリンピック対策課 課長 

海上保安庁 第三管区海上保安本部 交通部航行安全課 課長 

東京消防庁 企画調整部 部長 

首都高速道路㈱ 計画・環境部 部長 

首都高速道路㈱ 保全・交通部 道路情報・交通室 室長 

東日本高速道路㈱関東支社 管理事業部 部長 

中日本高速道路㈱東京支社 保全・サービス事業部 部長 

中日本高速道路㈱八王子支社 保全・サービス事業部 部長 

成田国際空港㈱ 空港運用部門総合安全推進部 部長 

東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部営業部 次長 

東日本旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部運輸車両部 次長 

(一社)日本民営鉄道協会  常務理事 

東京地下鉄㈱ 鉄道本部オリンピック・パラリンピック推進室 室長 

東京臨海高速鉄道㈱ 運輸部 部長 

東京モノレール㈱  常務取締役 

㈱ゆりかもめ 運輸部 部長 

東京都観光汽船㈱ 運航部海務課 課長 



（一社）東京港運協会 ― 理事・事務局長 

（一社）日本経済団体連合会 
ソーシャル・コミュニケーション本部オリンピック・パ

ラリンピック等推進室 
室長 

東京商工会議所 地域振興部 部長 

委員 

（公社）経済同友会 政策調査部 部長 

（公財）日本道路交通情報センター ― 理事 

東京二十三区清掃一部事務組合 施設管理部 部長 

埼玉県 企画財政部交通政策課 参事・課長 

埼玉県 県土整備部道路政策課 課長 

さいたま市 建設局土木部 部長 

千葉県 
環境生活部オリンピック・パラリンピック推進局 

開催準備課 
課長 

千葉市 建設局土木部 部長 

神奈川県 県土整備局道路部道路管理課 課長 

横浜市 市民局スポーツ振興部オリンピック・パラリンピック推進部 部長 

千代田区 環境まちづくり部 部長 

中央区 環境土木部 部長 

港区 街づくり支援部 部長 

新宿区 みどり土木部 部長 

文京区 土木部 部長 

台東区 都市づくり部土木担当 部長 

墨田区 都市整備部 部長 

江東区 土木部 部長 

品川区 都市環境部 部長 

目黒区 都市整備部 部長 

大田区 都市基盤整備部 部長 

世田谷区 道路・交通政策部 部長 

渋谷区 土木部 部長 

中野区 都市基盤部 部長 

杉並区 区民生活部オリンピック・パラリンピック連携推進担当 部長 

豊島区 都市整備部土木担当 部長 

北区 土木部 部長 

荒川区 防災都市づくり部 部長 

板橋区 土木部 部長 

練馬区 土木部 部長 

(一社)東京バス協会  理事長 

(一社)東京ハイヤー・タクシー協会  専務理事 

（一社）東京都トラック協会  専務理事 

（一社）東京港運協会  事務局長 

（公社）日本ロジスティクスシステム協会  専務理事 

（一社）日本物流団体連合会  事務局長 

（一社）日本経済団体連合会 
ソーシャル・コミュニケーション本部オリンピック・パ

ラリンピック等推進室 
室長 

東京商工会議所 地域振興部 部長 

委員 

（公社）経済同友会  執行役 

（公財）日本道路交通情報センター  理事 

東京二十三区清掃一部事務組合 施設管理部 部長 

埼玉県 企画財政部交通政策課 参事・課長 

埼玉県 県土整備部道路政策課 課長 

さいたま市 建設局土木部 部長 

千葉県 
環境生活部オリンピック・パラリンピック推進局 

開催準備課 
課長 

千葉市 建設局土木部 部長 

神奈川県 県土整備局道路部道路管理課 課長 

横浜市 市民局スポーツ振興部オリンピック・パラリンピック推進部 担当部長 

千代田区 環境まちづくり部 部長 

中央区 環境土木部 部長 

港区 街づくり支援部 部長 

新宿区 みどり土木部 部長 

文京区 土木部 部長 

台東区 都市づくり部土木担当 部長 

墨田区 都市整備部 部長 

江東区 土木部 部長 

品川区 都市環境部 部長 

目黒区 都市整備部 部長 

大田区 都市基盤整備部 部長 

世田谷区 道路・交通政策部 部長 

渋谷区 土木部 部長 

中野区 都市基盤部 部長 

杉並区 区民生活部オリンピック・パラリンピック連携推進担当 部長 



足立区 都市建設部 部長 

葛飾区 都市整備部都市施設担当 部長 

江戸川区 都市開発部 部長 

委員 

府中市 都市整備部 部長 

調布市 都市整備部 部長 

川越市 総合政策部オリンピック大会担当 部長 

狭山市 総合政策部政策企画課オリンピック準備室担当 課長 

朝霞市 都市建設部 部長 

和光市 企画部 部長 

新座市 オリンピック・パラリンピック推進室 室長 

一宮町 オリンピック推進課 課長 

東京都 都市整備局都市基盤部 部長 

東京都 建設局道路保全担当 部長 

東京都 建設局道路建設部 部長 

東京都 港湾局総務部企画担当 部長 

東京都 港湾局港湾経営部 部長 

東京都 交通局自動車部 部長 

東京都 交通局電車部 部長 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 

大会運営局会場マネジメント部 

会場周辺調整担当 
部長 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 
パラリンピック統括室 室長 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 警備局会場警備統括部 部長 

 

豊島区 都市整備部土木担当 部長 

北区 土木部 部長 

荒川区 防災都市づくり部 部長 

板橋区 土木部 部長 

練馬区 土木部 部長 

足立区 都市建設部 部長 

葛飾区 交通・都市施設担当 部長 

江戸川区 都市開発部 部長 

委員 

府中市 都市整備部 部長 

調布市 都市整備部 部長 

川越市 総合政策部オリンピック大会担当 部長 

狭山市 総合政策部政策企画課オリンピック準備室担当 課長 

朝霞市 都市建設部 部長 

和光市 企画部 部長 

新座市 オリンピック・パラリンピック推進室 室長 

一宮町 オリンピック推進課 課長 

東京都 都市整備局都市基盤部 部長 

東京都 建設局道路保全担当 部長 

東京都 建設局道路建設部 部長 

東京都 港湾局総務部企画担当 部長 

東京都 港湾局港湾経営部 部長 

東京都 交通局自動車部 部長 

東京都 交通局電車部 部長 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 

大会運営局会場マネジメント部 

会場周辺調整担当 
部長 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 
パラリンピック統括室 室長 

（公財）東京オリンピック・パラリンピック 

競技大会組織委員会 警備局会場警備統括部 部長 

 

 



1輸送運営計画V2とは

➢組織委員会及び東京都が、提供する

輸送サービス等について、輸送運営

計画V1策定（2017年6月）以降、関

係機関と調整してきた内容をとりま

とめた計画

4今後のスケジュール（2019年）

6月19日 東京圏輸送連絡調整会議開催・輸送運営計画V2(案)公表・調整を踏まえ、適宜修正・更新
その後、IOC/IPCへ提出

12月末 輸送運営計画V2策定（予定）

3主な内容：輸送運営計画V1から更新し充実させた点

➢大会関係者(選手やメディアなど)の輸送
・提供する輸送サービスの起終点、方法及び期間などをより具体的に記載

➢観客･大会スタッフの輸送
・各種想定される輸送モードを列挙、主要なモードについて具体的に記載したほか、鉄道の輸送力･サービ
ス増強に向けた取組やアクセシビリティに対する考え方を記載

➢競技会場における輸送
・競技会場毎の輸送ルート(関係者輸送ルート(ORN/PRN)(案)及び観客輸送ルート(案))を明確化し、該当
する
輸送モードを記載したほか、観客利用想定駅を更新し、会場周辺の交通対策(案)を記載

➢輸送の連携体制
・輸送センター(TROC)の設置と役割･機能を明確化、バスオペレーションセンター(BOC)、フリートオペ
レーションセンター(FOC)などの機能とそれらの連携体制などを記載

➢交通マネジメント
・交通マネジメントの実施目標を設定し、施策を具体的に記載（基本的な考え方、交通需要マネジメント
(TDM)、交通システムマネジメント(TSM)、公共交通輸送マネジメントの取組、今夏の試行など）

2策定の目的

➢大会における輸送目標や戦略、提供
する輸送サービス等を含め、輸送の
全体像を明確化する。

➢輸送の全体像について、関係者や市
民と共有する。

➢ IOC、IPCに最新の輸送計画を報告す
る。

輸送運営計画V2(案)[2019.6.19版]の概要 資料２－１



2 輸送目標及び戦略
〇輸送目標及び輸送戦略を記載（以下は、輸送目標）
・ステークホルダーの特徴やニーズを踏まえた質の高い輸送サービスを提供する。
・大会に係る円滑な輸送の実現と、都市活動の安定の両立を図る。
・障がい者等を含む全ての人々にとってのアクセスのしやすさ（以下、「アクセ
シビリティ」という。）の更なる向上を図る。
・環境にやさしいオリンピック・パラリンピック競技大会の輸送を実現する。
・将来社会に活きる輸送のレガシーを残す。

輸送運営計画V2(案)[2019.6.19版]の主な記載内容（1~7章）

1 はじめに
〇本計画の目的、構成 など

3 役割及び責任
〇組織委員会、開催都市である東京都の役割及び責任 など

4 輸送に関する推進体制
〇東京圏及び各道県輸送連絡調整会議、交通輸送技術検討会、2020交通輸送円滑
化推進会議の概要及び関係性の輸送の検討体制 など

図1 輸送の推進体制

6 競技日程及び会場
〇輸送の運営時間の前提となるセッションスケジュール、輸送の起終点
となる競技会場、非競技会場、その他施設の種類・場所など

7 大会関係者の輸送
〇大会関係者(選手やメディア等)へ提供する輸送サービスの概要(TA、
TM、TFサービス、出入国輸送サービス、開閉会式輸送サービスなど)
〇オリンピック・ルート・ネットワーク(ORN)、パラリンピック・ルー
ト・ネットワーク(PRN)の設定の考え方及びルート案
〇デポ、車両待機場の位置とレイアウト など

図2 東京都内のPRN

5 ステークホルダー
〇選手やメディア等の大会関係者及び観客の人数（現時点の想定）など

【凡例】赤字は輸送運営計画V1(2017年6月5日策定)以降、追加した章、項目



11 輸送の連携体制
〇輸送センター(TROC)の役割･機能
〇バスオペレーションセンター(BOC)、フリート
オペレーションセンター(FOC)の役割･機能 など

図4 東京圏の連携体制

8 観客及び大会スタッフの輸送
〇観客・大会スタッフ輸送の基本的な考え方
〇深夜時間帯（通常時の終電終了後）の列車運行を予定している路線 など

輸送運営計画V2(案)[2019.6.19版]の主な記載内容（8~13章）

10 開閉会式における輸送
〇日程
オリンピック開会式 2020年7月24日 閉会式 8月9日
パラリンピック開会式 2020年8月25日 閉会式 9月6日

〇今後、開閉会式の具体的なスケジュールや検討に合わせ、
輸送のスケジュールや会場周辺の交通対策等について検討

など

12 輸送のセキュリティ
〇目的、今後の進め方など

13 リスク管理
〇輸送のリスクと対処の考え方など

9 競技会場における輸送(会場輸送)

〇東京圏及び地方会場(東京圏外)の競技会場における輸送の概要(会場毎の輸送ルート(案))
〇観客利用想定駅
〇非競技会場(練習会場、IBC/MPC、選手村/分村/公式選手ホテル、宿泊施設、公式出入国
地点）における輸送
〇車両認証/駐車許可(VAAPs)の概要
〇広域、会場周辺及び会場直近において段階的に実施する交通対策の考え方、会場周辺の各
エリアの概念 など
※議題3で報告

図3 会場周辺の交通対策の概念図

【凡例】赤字は輸送運営計画V1(2017年6月5日策定)以降、追加した章、項目

①進入禁止エリア
（セキュアペリメーター）

会場等を囲む物理的な境界線。大会関係車両以
外の進入を禁止するエリア

②通行規制エリア
（会場直近対策）

規制標識を設置し、警備員による誘導により通過
交通を制限する。

③迂回エリア
（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により、会場直近を通り抜けし
ようとする車両に迂回を促すエリア。

④専用レーン（専用通行帯）
優先レーン（優先通行帯）

規制標識等を設置し、大会関係車両の通行帯を
指定。

大会ルート
（関係者輸送ルート）

迂回エリア
（トラフィックペリメーター）

会場外駐車場

トラフィックペリメーターやその外側の
幹線道路から、事前に迂回を促す。

トラフィックペリメーター外側の幹線道路

競技会場

シャトルバス乗降場



輸送運営計画V2(案)[2019.6.19版]の主な記載内容（14~21章）

14 交通マネジメント
〇大会時の交通状況、大会輸送を安全･円滑に行うための基本的な考え方、
大会期間中の実施目標

〇交通需要マネジメント(TDM)、交通システムマネジメント(TSM)、
公共交通輸送マネジメントの概要

〇道路交通に対する追加施策の検討
〇交通マネジメント推進に向けた試行など

図5 交通と輸送の関係 図6 TSMによる流入調整のイメージ

15 車両の調達・管理・運用
〇バス車両、フリート車両の調達方法、車種、
車両の管理など

16 パラリンピックへの移行
〇輸送における移行の概要、主な移行作業の内容
など

18 輸送スタッフ
〇輸送スタッフの種類、訓練 など

17 輸送の広報
〇輸送における広報、今後の進め方 など

19 輸送のテスト
〇輸送のテストの種類、想定する内容 など

20 輸送の持続可能性
〇目標･方針、持続可能性の主要テーマ など

21 輸送のレガシー
〇アクセシビリティや交通マネジメントを含め
たハード･ソフトのレガシー など

【凡例】赤字は輸送運営計画V1(2017年6月5日策定)以降、追加した章、項目
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輸送運営計画 V2(案) *に対する主なご意見とその対応 

*意見照会実施時の名称は「輸送運営計画 V2(Draft#1)」 

 

【凡例】 

・：意見 

→：対応 

(p. )：記載頁 

 

計画全般 

・専門性の高い内容のため、注釈等を多く入れ、一般の方から理解を得られるよう

にすべき。 

→注釈を付す等、わかりやすい表現にします。 

・今後はこれまで以上に細かな調整が出てくると考えられるので、十分な調整をし

てほしい。 

→関係機関との連携をより一層緊密に行い、調整を進めて参ります。 

 

１章 はじめに 

・輸送運営計画 V2 の位置付けがわかりづらい。 

→輸送運営計画 V2 とは、同計画に記載のとおり、輸送の全体像を明らかにする

こと、市民や関係機関と共有すること、輸送の検討状況を IOC/IPC に報告す

ることを目的とした計画です。(p.1) 

・今後のスケジュールを示してほしい。 

→今後、関係機関等との調整を踏まえ、必要な更新を行い、12 月を目途に策定す

るべく取り組んでいきます。 

 

４章 輸送に関する推進体制 

・東京圏輸送連絡調整会議のメンバーの概要の記載をよりわかりやすいものにして

ほしい。(p8) 

  →適切な表現に修正しました。 

 

７章 大会関係者の輸送 

・練習会場ルート、代替ルートも記載するべきである。 

→関係機関との調整を踏まえ、今後、掲載していく予定です。 

 

資料２－２ 



2 

 

８章 観客及びスタッフの輸送  

 ・自家用車による来場の方針について教えてもらいたい。 

  →公共交通機関の利用を原則としておりますが、地方会場等においては、競技会

場から離れ、ORN/PRN に大きな影響を与えない位置に自家用車用の駐車場を

用意し、そこから競技会場までシャトルバスを運行するパークアンドバスライ

ドを計画しています。(p.51, 52) 

 

９章 競技会場における輸送 

・各会場の交通対策について記載がない。 

  →議事３でご説明します。 

 

11 章 輸送の連携体制 

・TROC と会場輸送オフィスの役割分担について教えてほしい。 

→現場レベルで解決の難しい事案については、会場輸送オフィスから TROC へ

情報を入れ、必要に応じてメインオペレーションセンター(MOC)や都市オペレ

ーションセンター(COC)等と連携し、対応することを想定しています。(p141) 

・地方会場の輸送センターはどのようなものを考えているか（構成メンバー、設置

場所等）。(p142) 

→現在、構成メンバーや設置場所等の詳細について検討、調整しています。 

 

14 章 交通マネジメント 

・交通輸送技術検討会の「東京 2020 大会の交通マネジメントに関する提言のまと

め（案）」の最新の内容を反映するべきである。 

→実施目標を始め、記載内容を反映しました。 

・大会輸送影響度マップ全般については、随時更新されるものと認識しているが、

データ更新の時期とその考え方を明示するべきではないか。 

→各企業がアクションプランを作成する際の参考資料として提示しているもの

であり、セッションスケジュールの変更や交通規制の公表など、交通状況に変

化が生じる条件が確定したものから順次マップに反映していく。なお、説明会

等で企業の皆様の声も伺いながら、企業の皆様の使い勝手が良いよう、企業目

線で適宜改良していくことを想定しており、本文には記載せず柔軟に対応して

いきます。 

・交通マネジメント推進に向けた試行は地方会場でも行うのか。また、行う場合は

どのようなメニューを考えているか。 

→一部の地方会場においては、テストイベントに合わせた迂回誘導などを検討・

調整しています。 
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15 章 車両の調達・管理・運用 

・バスの確保について対応の方向性を示してほしい。(p161) 

→観客用シャトルバスの調達については、調達方法を含め内部にて検討を進めて

いる。今後もバス協会のご協力をいただきながら進めていく。 

 

17 章 輸送の広報 

・交通マネジメントに対する市民からの苦情・問い合わせ窓口は設置するのか。 

→現在検討中です。 

 

19 章 輸送のテスト  

・テスト実施後に判明する諸課題について、早期の情報提供をお願いしたい。 

→テストの結果を検証し、本番に向けた対策等の検討に当たっては、関係機関へ

の早期の情報提供と調整を図っていきます。 

・現時点で想定している「輸送独自のテスト」の内容について教えてほしい。 

→議事４－４でご説明します。 

 

21 章 輸送のレガシー 

・大会後のレガシーを意識した輸送運営計画、実行を望む。 

→大会後も見据えたソフト・レガシーとなるよう、引続き計画の具体化を進めて

いきます。 

 

その他 

その他、図面の差替えや記載揺れなどを修正しました。 



輸送運営計画V2(案)

９－６ 会場周辺の交通対策

調整資料

資料３

今後、当該資料に基づき、関係機関等との調整を行い、必要な修正を
行ったうえで、輸送運営計画V2に反映させる。

会場周辺の交通対策(素案)



会場周辺の交通対策について（素案）
オリンピック・パラリンピック東京大会において、競技会場等周辺一般道における交通混雑を緩和するため、主に以下の交通対策を実施する予定です。

①進入禁止エリア
（セキュアペリメーター）

会場等を囲む物理的な境界線。大会関係車両以
外の進入を禁止するエリア

②通行規制エリア
（会場直近対策）

規制標識を設置し、警備員による誘導により通過
交通を制限する。

③迂回エリア
（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により、会場直近を通り抜けし
ようとする車両に迂回を促すエリア。

④専用レーン（専用通行帯）
優先レーン（優先通行帯）

規制標識等を設置し、大会関係車両の通行帯を
指定。

大会ルート
（関係者輸送ルート）

迂回エリア
（トラフィックペリメーター）

会場外駐車場

トラフィックペリメーターやその外側の
幹線道路から、事前に迂回を促す。

1

トラフィックペリメーター外側の幹線道路

競技会場

シャトルバス乗降場

区 分 目 的 方 法 対 象 等

①進入禁止エリア
（セキュアペリメーター）

競技会場等の設置 会場等を囲む物理的なフェンス等を設置 大会関係者以外の車両や歩行者、自転車は通行不可

②通行規制エリア
（会場直近対策）

通過交通の規制
規制標識を設置し、警備員による誘導により
通過交通を制限

通過交通は通行不可※
歩行者・自転車は原則、通行可

③迂回エリア
（トラフィックペリメーター）

通過交通の抑制
案内看板や広報等により、会場直近を通り抜
けしようとする車両の迂回を促す

通過交通は迂回※
歩行者・自転車は原則、通行可

④専用レーン、優先レーン
（専用通行帯、優先通行帯）

大会関係車両の
定時性確保

規制標識等を設置し、大会関係車両の通行
帯を指定

専用レーン：大会関係車両以外通行禁止
優先レーン：大会関係車両が通行していない場合は通行可

※居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。



東京都

東京都-2

IBC/MPC（東京ビッグサイト）

東京国際空港
（羽田空港）

選手村

馬事公苑

国立代々木競技場

東京体育館

皇居外苑

有明アリーナ
有明体操競技場

有明アーバンスポーツパーク

有明テニスの森
お台場海浜公園

潮風公園
青海アーバンスポーツパーク

海の森水上競技場

海の森クロスカントリーコース

東京アクアティクスセンター

東京辰巳国際水泳場
夢の島公園アーチェリー場

カヌー・スラロームセンター

大井ホッケー競技場

日本武道館

国技館

武蔵野の森公園

武蔵野の森総合スポーツプラザ
東京スタジアム

首都高速
11号台場線

E20

東京国際フォーラム

凡例
大会ルート（高速道路）

大会ルート（一般道）

競技会場

主要施設

拡大図②

拡大図①大会ルート（関係者輸送ルート）

2
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の
基盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

東京港臨港道路南北線
（建設中）

オリンピックスタジアム



拡大図①

国立代々木競技場

東京体育館

日本武道館

皇居外苑

国技館

東京国際フォーラムオリンピックスタジアム

大会ルート（専用レーン/優先レーン）

3
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の
基盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

Ｎ

0 1km

新宿方向

渋谷方向

浅草方向

深川方向

四谷方向

六本木方向

神田方向

日比谷方向

凡例

競技会場 主要施設

大会ルート（高速道路）

大会ルート（一般道）

大会ルート（専用レーン）

大会ルート（優先レーン）



夢の島公園
アーチェリー場

有明アーバン
スポーツパーク

有明アリーナ

カヌー・スラロームセンター

お台場海浜公園

潮風公園

青海アーバン
スポーツパーク

大井ホッケー競技場

海の森水上競技場

IBC/MPC

東京辰巳国際水泳場

海の森クロスカントリーコース

東京
アクアティクスセンター

Ｎ

有明テニスの森

凡例

競技会場 主要施設

大会ルート（高速道路）

大会ルート（一般道）

大会ルート（専用レーン）

大会ルート（優先レーン）

0 1km

拡大図②

4

大会ルート（専用レーン/優先レーン）

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の
基盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

深川方向

辰巳方向

亀戸方向

新木場方向

新木場方向

ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ方向

晴海方向

ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ方向

青海方向

ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ方向

東京港臨港道路南北線
（建設中）

選手村

有明体操競技場



霞ヶ関カンツリー俱楽部

さいたまスーパーアリーナ

埼玉スタジアム2〇〇2

陸上自衛隊朝霞訓練場

埼玉県

C4

E17

C3

E4

凡例

大会ルート（高速道路）

大会ルート（一般道）

競技会場

大会ルート（関係者輸送ルート）

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の
基盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号） 5



千葉県

釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ

幕張メッセ

千葉東金道路

E51

E51

E65

成田国際空港

凡例

大会ルート（高速道路等）

大会ルート（一般道）

競技会場

主要施設

E14

E82

大会ルート（関係者輸送ルート）

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の
基盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号） 6



横浜市

横浜国際総合競技場

横浜スタジアム

東京国際空港
（羽田空港）

凡例

大会ルート（高速道路）

大会ルート（一般道）

競技会場

主要施設

事業中路線（大会までに
整備予定の高速道路）

大会ルート（関係者輸送ルート）

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の
基盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

7



素 案

オリンピックスタジアム

東京体育館

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

会場周辺交通対策図 【オリンピックスタジアム・東京体育館（開閉会式を除く）】
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の
基盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は２ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。 8

大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

四谷方向

六本木方向

専用レーン



【国立代々木競技場】

国立代々木競技場

素 案

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）会場周辺交通対策図

9

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

新宿方向

渋谷方向

優先レーン

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は２ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【日本武道館・皇居外苑・東京国際フォーラム】

東京国際フォーラム

素 案

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

会場周辺交通対策図

10

大会ルート
（関係者輸送ルート）

大会ルート
（関係者輸送ルート）

Ｎ

0 500m

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

神田方向

日比谷方向

優先レーン

皇居外苑

日本武道館

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は２ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【国技館】 素 案この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

会場周辺交通対策図

11

国技館

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

大会ルート
（関係者輸送ルート）

浅草方向

深川方向

優先レーン

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は２ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【馬事公苑】

馬事公苑

素 案

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

会場周辺交通対策図

12

大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は２ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【東京スタジアム・武蔵野の森総合スポーツプラザ・
武蔵野の森公園】

東京スタジアム

武蔵野の森
総合スポーツプラザ

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

会場周辺交通対策図

13

武蔵野の森公園への大会

ルートについては調整中

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

武蔵野の森公園

大会ルート
（関係者輸送ルート）

朝
日
町
通
り

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は２ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。

素 案



【台場地区・有明地区】

有明アリーナ

有明アーバン
スポーツパーク

有明テニスの森

潮風公園

素 案

お台場海浜公園

IBC

MPC

青海アーバン
スポーツパーク

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

会場周辺交通対策図

14

大会ルート
（関係者輸送ルート）

大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

晴海方向

ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ方向

青海方向

ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ方向

新木場方向

ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ方向

優先レーン

優先レーン

専用レーン

有明体操競技場

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は２ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【大井ホッケー競技場】 素 案

大井ホッケー競技場
進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

会場周辺交通対策図

15

大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

国
道
３
５
７
号

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は２ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【東京アクアティクスセンター・東京辰巳国際水泳場・
夢の島公園アーチェリー場】

東京辰巳国際水泳場

素 案

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路
迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

会場周辺交通対策図
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大会ルート
（関係者輸送ルート）

大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

深川方向

辰巳方向

亀戸方向

新木場方向

新木場方向

ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ方向

優先レーン

優先レーン

優先レーン

夢の島公園アーチェリー場

東京アクアティクスセンター

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は２ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【カヌー・スラロームセンター】

カヌー・スラロームセンター

素 案

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

会場周辺交通対策図

17

大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は２ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【海の森水上競技場・海の森クロスカントリーコース】

海の森水上競技場

海の森クロスカントリーコース

素 案

東京港臨港道路南北線
（建設中）

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

※セキュアペリメーターについては、競技により切り替えが発生する。

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

会場周辺交通対策図
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大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 1000m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は２ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【選手村】 素 案

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）会場周辺交通対策図
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大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

晴海方向

ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ方向

選手村

専用レーン

築地デポ

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は２ページ参照）
市場関係車両については、別途調整。
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



横浜スタジアム

素 案

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

※現在調整中

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

会場周辺交通対策図 【横浜スタジアム】
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）
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大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は７ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



横浜国際総合競技場

素 案

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

会場周辺交通対策図 【横浜国際総合競技場】
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）
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大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

新横浜大橋

Ｎ

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は７ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【幕張メッセAホール・Bホール・Cホール】 素 案

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の
基盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

幕張メッセ
Bホール

会場周辺交通対策図
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大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

幕張メッセ
A/Cホール

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は６ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ】

※トラフィックペリメーター内においては、
交通規制を検討中となります。

素 案

釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の

迂回を促すエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の
基盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

会場周辺交通対策図
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大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 2000m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は６ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【霞ヶ関カンツリー俱楽部】

霞ヶ関カンツリー俱楽部

素 案

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤
地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）会場周辺交通対策図
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大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は５ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【陸上自衛隊朝霞訓練場】 素 案

陸上自衛隊朝霞訓練場

越後山通り

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤
地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）会場周辺交通対策図
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大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は５ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【さいたまスーパーアリーナ】

さいたまスーパーアリーナ

素 案

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の
基盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）会場周辺交通対策図
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大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は５ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。



【埼玉スタジアム２００２】 素 案

通行規制エリア（会場直近対策）

交通対策を検討している道路

迂回エリア（トラフィックペリメーター）

案内看板や広報等により会場直近を通り抜けしようとする車両の迂回を促すエリア

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の
基盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）会場周辺交通対策図
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大会ルート
（関係者輸送ルート）

0 500m

Ｎ

※通行規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは原則、通行可。

埼玉スタジアム２００２

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
各エリアの設置期間は大会前後の期間も含め検討中である。
大会ルートは一般道を記載（高速道路上は５ページ参照）
別途、迂回エリアの効果を高めるため、横断幕や案内看板の

設置など広域的な迂回誘導を行う。

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

大会関係者以外の車両や歩行者、自転車が通行できないエリア



 

◎輸送ルートにおける道路の点検等のお願い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※観客利用想定駅から競技会場までのアクセシブ

ルルートのバリアフリー化の対応についても引き

続きお願いします。 

 

 

安全で円滑な輸送のため、道路（施設）の点検等

について、輸送ルートを重点的に実施するなどご配

慮いただき、安全で良好な道路空間の確保にご協力

をお願いします。 

 

 

 



東京2020大会の交通マネジメントに関する提言のまとめ（案）

１．本提言のまとめ（案）の位置づけ

一般交通に大会関係車両が加わる
ことで交通状況は厳しくなる見通し
であり、首都高の渋滞は現況の２倍
近くまで悪化。

３．東京2020大会の輸送を安全・円滑に行うための基本的な考え方

【交通と輸送の関係】

１）より良い交通環境下における大会輸送と都市活動の両立

全ての市民と関係機関の理解と協力の下、障がい者や高齢者、外国人など多様な人々

にも対応したより良い交通環境を整備するとともに、大会関係者や観客の円滑な輸送

と、物流を含めた都市活動の安定の両立を図る。

２）交通需要マネジメント(Travel Demand Management(TDM))

道路や公共交通の利用者に対し、充実した情報の提供など様々な手段で働きかけ、交

通需要を適切に抑えた賢い交通行動を促進する。

３）道路の交通システムマネジメント(Traffic System Management(TSM))

道路交通に関するあらゆる技術・制度・手法を駆使しつつ、交通の需給関係を高度に

管理する効率的な交通システムマネジメントを案出、実施する。

４）公共交通輸送マネジメント

公共交通（鉄道）の輸送力の確保、観客の需要分散・平準化、一般利用者の需要分

散・抑制（TDM）を効果的に組み合わせ、安全・円滑な観客輸送を実現する。

５）入念な準備と柔軟な対応

事前の機会を最大限活用して試行運用を行い、輸送運営について必要な調整や見直し

をするとともに、期間中においても柔軟な対応を行う。

６）レガシーの提起と継承

総合的かつ先端的な交通マネジメントを展開し、大都市を始めとする将来の都市交通

に関するレガシーを世界に向けて提起、継承する。

＜大会関係車両の走行による1台当たり渋滞損失時間の増加＞

観客の利用等を要因として、会場
周辺駅や近傍路線を中心に局所的な
混雑が発生。

東京2020大会における大会関係者及び観客の安全で円滑な輸送と、物流を含めた
都市活動の安定との両立を図ることを目的とした交通マネジメントの指針とする。

【高速道路の渋滞は現況の２倍近くに】

【鉄道にも局所的な混雑が発生】

1

２．何も交通対策を行わなかった場合

大会期間中の道路交通及び公共交通において、何も対策を行わなかった場合
の交通環境は以下のように想定。

・物流車両の増加：大会関係物流、大会開催に伴う物流 等
・一般車両の増加：観客の滞在に伴うバス・タクシー・レンタカーの利用、

地方からの流入 等

関係機関が協力して適切な交通マネジメントを行い、多くの企業や市民の理解
と協力を得ることで良好な交通環境が創出される。これにより、信頼性の高い大
会輸送と都市活動の両立を図る。

【更なる増加要因など】
※首都高速道路を走行する車両を対象としたシミュレーション

結果（大会の同時期（7月）の金曜日を想定）

４．大会期間中の実施目標の設定

○道路交通では、以下により良好な交通環境の実現を目指す。
・一般交通

東京圏の広域における一般交通について、大会前の交通量の一律10％減
を目指す。特に重点取組地区※1については、出入りする交通量の30%減
を目指す。

・首都高速道路における交通量の更なる減
東京圏のオリンピック・ルート・ネットワーク（ORN）の基幹をなす首
都高速道路については、交通量を最大30％減とすることで、休日並みの
良好な交通環境を目指す。

（TDM及び追加対策等により実現）

○公共交通（鉄道）は、局所的な混雑への対応などにより、現状と同程度の安
全で円滑な運行状況を目指す。

首都高の通行台数（2018）
7月平日平均 110.1万台/日

7月休日平均 88.7万台/日
（日曜祝日）

大会同時期最大 117.7万台/日

渋滞･事故

の発生リスク

リスク大 リスク小

重点取組地区※1

において
30％減等

休日並みの

良好な

交通環境

の実現

TSMによる
局所的な対応

TDMにより
一律10%減

渋滞(20km/h以下)

混雑(20～40km/h)

非混雑(40km/h以上) ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾙｰﾄ・ﾈｯﾄﾜｰｸ

※2

※2 大会関係車両及びその他需
要増を考慮し、大会同時期最
大交通量を休日平均並みにす
るには約30%減が必要

※1「競技会場が集中」「道路・
鉄道の混雑箇所を通過する交
通が多い」16地区（詳細はP3
参照）

資料４－１



・企業が、企業活動への影響把握や、大会時に発生しうる混雑の回避策などの立案に
活用することを目的として、交通対策を行わない場合の大会輸送に関わる影響度を
示したマップ（道路、鉄道、会場周辺）を提供している。

＜大会輸送影響度マップの一例＞

東京2020大会の交通マネジメントに関する提言のまとめ（案）

５．交通需要マネジメント（TDM）

（１）経済界・業界団体等と一体となった更なるTDMの推進

大会の成功に向け、経済界・業界団体等並びに東京都、国、東京2020組織委
員会等、多様な主体が一体となり、ＴＤＭを推進していく。

※4 東京都は新しいワークスタイルや企業活動の東京モデルを「スムーズビズ」とし、東京2020大会の交通混雑
緩和に資する交通需要マネジメント（ＴＤＭ）とテレワークや時差Bizなどの取組を一体的に推進している。

東京2020公認プログラム※2を活用した取組

・業界団体によるＴＤＭ推進と所属企業
への取組促進（説明会の開催など）

企業の参画を促す取組
・ＴＤＭの取組に協力いただける企業を募

集し、ＨＰ等で登録を受付
・「説明会の開催案内、取組事例の提供」

「大会時の道路や鉄道への影響に関する
情報を提供」「ＨＰ等での企業名の公
表」等を実施

（80団体※3）

（約1,000社※３）

（２）企業や市民に向けた情報の発信

企業や市民には、大会開催に伴う影響などについてご理解いただき、混雑の回
避に向けた準備を進めていただく必要がある。このため適切な情報提供に努める
とともに、企業向け説明会の開催、取るべき対策（アクションプラン）の検討・
作成をコンサルタント派遣などの支援策も活用して進めていく。

呼びかけていくエリア（主に東京圏）

※3 2019.4.12現在

＜取組の今後の展開（スムーズビズ※4を含めたイメージ）＞

【アクションプランの作成に向けた働きかけ】

＜企業活動に伴う移動の種類と取組の方向性＞

【TDMの対策を検討する際の参考情報（大会輸送影響度マップ）の提供】

・大会時に想定される交通混雑を回避し、企業活動を維持するための方策をまとめたア
クションプランの作成に向け、個別相談やコンサルタント派遣などの支援を通じて働
きかける。

・取組項目の抽出、具体的な取組のボリュームや実施の確認方法の設定等、実践のス
テップを経て、確実な準備を促していく。

＜作成の手順＞

公共交通

交通手段

道路（車）

人
(従業員・顧客・関係者等)

移動の主体

物資
(商品・備品・書類等）

通勤

移動の種類

会議・打合せ・商談

私事（買物、レジャー等）

荷物発送（発荷主）

荷物受取（着荷主）

荷物運搬（物流業）

移動の量・回数
を減らす

取組の方向性

移動の時期・時間
をずらす

移動の場所・ルート
を変える

取組項目 内容（いつ、どのくらい） 取組推進の責任者/部署と
実施の確認方法◼時差出勤

◼フレックスタイム
◼テレワーク
◼休暇の計画的取得
◼期間中の移動回避
◼車利用の自粛
◼イベント実施時期変更

（イメージ）

取り組む事柄 内容 いつ どのくらい 責任者/部署 確認方法

Step1 Step2 Step3

- いつ
例：2019年1月,7月 以降検討中

- どのくらい
例：従業員 約50%

- 誰が（対象）
例：本社勤務従業員

（テレワークの一例）

2

・今後、より分かりやすい情報となるよう、影響が大きいエリア（臨海部等）の詳細情報
など、内容・機能の充実を図る。

首都高 一般道

【2020TDM推進プロジェクト※1の推進】

※2 様々な組織・団体がオリンピック・パラリンピックとつながりを持ちながら大会に向けた参画・機運醸成・
レガシー創出に向けたアクションが実施できる仕組みの一つ

※1 東京都・内閣官房・東京2020組織委員会が事務局となり、大会期間中の交通需要の低減を目指すプロジェ
クト

東京都

埼玉県
茨城県

千葉県

神奈川県

（この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。
（承認番号 平29情使、第1552号））

圏央道



東京2020大会の交通マネジメントに関する提言のまとめ（案）

【重点取組地区の実施目標】

「競技会場等が集中」「道路・鉄道の混雑箇所を通過する交通が多い」16地区に
おいて、交通需要の効果的な分散・抑制を図る。

（３）重点取組地区における集中的な働きかけ

（４）大会時の物流円滑化に向けた取組

物流についてはサプライチェーン全体での協力が必要であり、業種や業態毎の
特性にも配慮するとともに、大会物流による影響も考慮しながら、発・着荷主、
物流業も含めて、物流効率化、走行台数の低減に向けた取組を推進する。

時間指定、リードタイムの緩和
・時間指定や翌日納品で慣習化している部分がある
・輸出入で、複数の海外取引先があるが、前後半年～3か月をかけて少しずつコンテナ

量を調整すれば大会中の量を減らせる可能性がある
・小ロットのものを多頻度で配達しているが、在庫スペースがあれば頻度を減らせる可

能性がある
届け先での滞在時間の短縮など
・長時間待機、付帯作業、立ち合い検品などドライバーが届け先に長時間滞在し、結果

として走行台数が増え、空車の時間も増えている
・搬入・搬出の時間が読めるようになれば、車両が減らせる可能性がある
企業連携、共同物流の促進
・トラックの積載スペースが余っていることがある。プラットフォーム作りや連携の呼

びかけができると良い
・温度指定が同じ軽いものと重いものを混載する等、他の企業と共同で取り組むメリッ

トがある
＜物流関連企業ヒアリング等より＞

【荷主企業や運送業者等の問題意識（例）】

・営業時間の前倒し、在宅勤務、長期休暇取得の奨励

・大会前後の時期を活用した納品、在庫の調整

・メンテナンスの前倒し、メンテナンス頻度の低下の可能性を顧客へ事前に連絡、メン

テナンス要員の配置の見直し

・臨時の配送拠点・在庫スペースの設定（店舗駐車場等にコンテナを設置）

・営業時間外に配送するための臨時の納品方法の設定（納品場所の合鍵の貸与等）

・近隣店舗との共同荷受け

【ロンドン大会時の取組事例】

＜重点取組地区（16地区）＞ ＜取組推進スケジュール＞

3

全体説明会

2020TDM推進プロジェクトや大会の影響
の周知等

2018年11月～

地区内の課題の共有、経済活動を維持
するための方策の提案
・交通集中の要因分析
・交通量を低減する取組メニュー

2019年2月～

アクションプランの作成支援
・個別企業等の2020アクションプラン

の作成・共有

2019年夏頃～

地区別説明会

【物流に関する取組メニュー（例）】

荷主企業の更なる理解促進
ドライバー不足をはじめとする「物流危機」と呼ばれる状態を是正し、大会期間中の

物流効率化を図るため、荷主企業へリードタイムの緩和など理解を求めていく
物流事業者の取組支援

関係省庁と一体となり、ベストプラクティスの紹介、先駆的な取組への後押しを促進
していく

【コミュニケーションの充実による取組の拡大・深度化】

・大会時の交通状況についての理解や混雑回避に向けた確実な準備の実施を促
すため、業界団体等の協力を得ながら企業向けの説明会や個別相談会の開催
を進める。（累計1,400社、約4,600人以上が参加（2019年4月時点））

・企業の担当者等とのコミュニケーションを行う中で得られる対策への意見や、
取り組む上での課題等を踏まえ、適宜取組内容の見直し・改善を図っていく
ことが重要である。

＜説明会での主な意見等＞

計画、対応に関する意見
・会社全体や協力会社を含め考える必要がある
・従業員の通勤努力はできそう
・ベイエリア発の物流の対策を考えたい
・荷物の輸送頻度を低下させたい
・運送のリードタイムを緩和してほしい
・試行時にトライすることも必要 等

対策に取り組む上での課題
・運転手不足で対策は容易でない
・東京港の混雑を危惧している
・荷主との協力体制をつくるのに時間がかかる
・規制の範囲や影響がわからない 等

＜取組拡大・深度化のための方策（例）＞

プロジェクト参画企業の拡大
◆経済団体・業界団体を通じた

呼びかけ・働きかけ
◆個別企業の直接訪問・依頼

取組の深度化
◆説明会・個別相談会の開催（全体・

地区別・業界別）
◆ハンドブック・ベストプラクティス
の紹介

◆支援事業（テレワーク・働き方改革
等）の案内・周知

◆コンサルティング

・重点取組地区に出入りする交通を30％程度低減
対象：重点取組地区に事業所がある、取引先がある企業など
（取組例） 鉄道：テレワーク・時差出勤・休暇の取得 など

道路：社用車の利用自粛、会議の時期変更、納品時期の調整 など

【物流効率化に向けた取組】

量・回数を減らす ：まとめ納品・発注、リードタイム延長、積載効率アップ等
時期・時間をずらす ：納品時期変更、夜間配送、時間指定変更（オフピーク）等
場所・ルートを変える：影響が大きいエリアを回避した走行ルートの設定等



６．交通システムマネジメント（TSM)

（１）TSMの役割と対応方針

• TSMはピーク時を中心として、対象路線の交通量が適正なレベルとなるよう

制御を行う。

【レギュラー時の対応】

【イレギュラー時の対応】

〇高速道路では、TDMの効果による状況に応じて、必要な量の流入調整を行う
①都心方向へ向かう経路上の本線料金所での開放レーン数の制限による通行

制限
②ORN上の混雑を解消するために効果的な入口の閉鎖

〇一般道では、大会専用レーン・優先レーンの設定、駐車対策、信号調整、会
場周辺での車両通行禁止等を現地の状況を踏まえ実施する

〇イレギュラー時にはレギュラー時の対応の強化に加え、本線車線規制、区間

通行止、高速道路の JCT方向別規制等を事象の内容や程度に応じて実施する

• TDMによる交通量の低減が少ない状況下では、TSMによる影響が増大する。

（２）実施イメージ

※これまでの検討により車線数が少なく分合流の多い都心部の高速道路で大会専用レーンを全面的に導入すると、JCT

などでは一般交通との交錯が避けられないことなどにより、一般交通へ深刻な影響が発生するのみならず、大会関係

車両にも遅滞をもたらす影響が生じることが確認されている。

東京2020大会の交通マネジメントに関する提言のまとめ（案）
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＜交通量の多い時間帯のイメージ＞

※ 実施する対策は現地の状況によって異なる
※ TDMの効果や時間帯による交通状況の変化に応じて必要量の流入調整を行う
※ 一般道での対応は交通量が少ない時間帯と同様

TSMによる交通量のマネジメントを効果的に実施するには、その前提として、

TDMによる交通量低減が不可欠であり、TDMの効果等を踏まえ、状況に応じた

段階的・局所的なTSMを計画･実施する。 ＜流入調整のイメージ＞

〇TSMによる各種対策を状況に合わせて柔軟に実施することにより、交通需要の
時間的・空間的な集中を緩和し、オリンピック･ルート･ネットワーク（ORN）
の円滑な交通状況を維持する。

〇通常の状況であるレギュラー時のほか、「事故、自然災害等に伴う交通容量低
下や、他路線からの交通転換などの需要増により、ORNが本来の機能を発揮で
きない状況」をイレギュラー時と定義し、対応を行う。

交通量の多い
時間帯

交通量の少ない
時間帯

＜交通量の少ない時間帯のイメージ＞

※ 実施する対策は現地の状況によって異なる



＜局所的な混雑の状況＞
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＜施策の効果（混雑発生区間数の変化）＞

【朝７～１０時】

昼時間帯は比較的輸送力に余裕があり、自動車利用からの一部シフトや観客
需要が加わっても、多くの箇所では必要な輸送力が確保されている。

しかし、輸送力の増強等により一定の混雑は解消されるものの、会場近傍な
ど一部の区間においては、局所的な混雑が残る。このような区間については、
会場ごとに、更なる「観客の需要分散・平準化施策」の検討が必要である。

７．公共交通輸送マネジメント

（１）３つの施策

5

⇒2019年秋時点の情報による需要推計に基づき、大会時の具体的なダイヤ策定

を鉄道事業者に依頼（日中時間帯の増発・終電後の延長運転等）

東京2020大会の交通マネジメントに関する提言のまとめ（案）

「輸送力の確保」「観客の需要分散・平準化」「一般利用者の需要分散・抑制」
の３つの施策を効果的に組み合わせ、安全・円滑な観客輸送を実現する。

混雑の激しい区間・時間帯を中心に、増発等の輸送力増強を図ることが必要

【輸送力の確保】

【観客の需要分散・平準化】

観客の需要分散・平準化については、引き続き具体的な施策実施に向け、ラス
トマイル※や会場等におけるオペレーションも含めた検討、準備が必要

⇒テストイベントやスポーツイベント等を対象に、分散施策の有無による入退場

分布の調査やアンケート調査等により効果検証のうえ、施策内容を具体化

【一般利用者の需要分散・抑制】

企業や市民への働きかけや重点取組地区における集中的な働きかけ等により、
交通需要の低減や分散を図ることが重要

対策①輸送力の確保 ：増発等の可能性があるものを全て実施したと仮定
対策②観客の需要分散･平準化：既存イベント事例等から、自由席による需要分散効果程度を仮定
対策③一般利用者の需要分散・抑制：10％の一般需要削減を仮定

（２）各施策の効果と今後の進め方

【朝ピーク時間帯】

【 昼時間帯】

〇 ３つの施策
・観客の需要分散・平準化の更なる推進が必要
・臨海部における観客需要への全体的な対策が必要
・TDM効果の反映を含めた需要推計及び大会輸送影響度マップの更新・機能付加
・３つの施策の効果を高める情報発信が必要
〇 その他
・円滑な旅客流動の確保（IC乗車券の利用推進、駅における案内サイン）
・一般利用者への影響の検証、必要な対策の検討

（４）今後の検討課題

（３）駅での対策（鉄道事業者等との連携）

《鉄道事業者との調整状況》
・ 朝ピーク時間帯は、ダイヤ、車両、要員を既に最大限活用しており増発の余地は少ない
・ 朝ピーク時間帯以外は、路線により増発等の対応の可能性あり

朝ピーク時間帯は広範囲で混雑が発生するが、輸送力増強の余地は少ない。こう
した中、観客に比べ一般利用者が多いことを踏まえて、観客の需要分散・平準化に
加え、ＴＤＭの取組が重要である。

○ 観客等の不慣れな利用者に起因する滞留等を防ぐための駅における具体的
な案内・誘導

○ 競技会場からの退場方法や駅までの観客誘導方法との連携も含めた駅毎の
具体的な運用検討

横浜国際総合競技場
（JR横浜線：東神奈川～小机）

4日間
90分/日

横浜スタジアム
（JR根岸線：関内～桜木町）

7日間
30分/日

42回→33回

16回→7回

5日間
30分/日

14回→9回

埼玉スタジアム2002
（埼玉高速線：浦和美園～東川口）

4日間
30分/日

6日間
30分/日

幕張メッセ
（JR京葉線：西船橋～南船橋）

2日間
30分/日

臨海エリア
（りんかい線：東京テレポート～大井町）

東京スタジアム
（京王線：調布～飛田給）

10時～17時
（昼時間帯）
19日間合計

霞ヶ関カンツリー倶楽部
（JR川越線：笠幡～川越）

8日間
150分/日

159回→114回

9回→6回

27回→4回

23回→4回

～図の解説～

・輸送力増強等（左ページ対策①②）の対策実施

後に、混雑率150％以上となる区間を赤色に着色

※ 自動車利用からの転換含む

観客の影響により
混雑発生区間数1３％増加

TDMで一般需要
の10％需要削減
ができた場合

７日間
30分/日

（ゆりかもめ：新橋～日の出）

105回→15回

5

混雑が発生する日数
時間（一日当たり）

対策による
混雑発生区間数の変化

左：対策を行わなかった場合

右：鉄道の増発等（対策①②)
を行った場合

～表の解説～

・各施策の実施を仮定した場合の混雑発生

区間数の変化を示す。

・混雑発生回数

東京圏の鉄道ネットワーク（駅間断面数：

約3,000）において、30分単位で駅間ごとに

混雑率を需要推計に基づき算出

混雑率150％以上となる区間数を「混雑発

生区間数」とした。

（オリンピック競技が行われる19日間の累計）

通常時
（一般利用者のみ）

大会時
（一般※＋観客）

対策① 対策①
＋対策②

対策①
＋対策②
＋対策③

赤色の区間の大会期間中の混雑
発生日数および混雑が継続する時間
（期間中の最大値）

※ラストマイル：競技会場周辺の観客利用想定駅と競技会場出入口
とを結ぶ観客が歩行するルート



東京2020大会の交通マネジメントに関する提言のまとめ（案）

11．その他

〇会場周辺地域等における駐車場対策、会場周辺における交通対策の検討
〇事故発生頻度を抑える交通事故防止対策の推進による確実なイレギュラー対応

の実現

（１）交通マネジメントの推進に併せ検討等が必要な事項

（２）将来の都市交通に関するレガシー

オリンピック・パラリンピックにおける安全で円滑な輸送と、都市活動の安定
との両立に向け交通マネジメントに取り組むことは、世界の潮流である。

行政、経済界、企業、そして市民一人一人が一体となって、総合的かつ先進的
な交通マネジメントを実現し、東京2020大会を成功に導いていく。

日本社会だからこそできる取組を世界に向け発信し、次の時代へのレガシーと
して継承していく。

①働き方改革や物流の効率化が実現し、持続的な経済発展が続く中で、交通の
時間的･空間的な集中を避けた上手な交通行動が、市民の理解と協力のもとに
実現された状態の定着

②道路･公共交通ネットワークに関する交通情報や取るべき行動を知らせる情報
提供、災害時等でも円滑な輸送が可能となるツールや体制の構築

③道路･公共交通ネットワークにおけるバリアフリー化、駅改良などの推進

6

９．交通マネジメント推進に向けた試行
大会までの様々な機会を捉え、交通マネジメントの実効性等の検証や、課題を

踏まえた改善策を検討し、必要な調整や見直しを着実に実施する。特に2019年
夏には大会本番を見据えた総合的なテストを実施する。

＜2019年夏の試行概要（案）＞

＜検証テーマ、試行結果の活用イメージ等＞

検証テーマ

交通低減量の把握・見込み

大会に向けた準備の
実態・取組意向

交通行動を変更する上で
の課題

調査方法

道路・鉄道に関する
各種交通データ把握

企業・モニターへの
アンケート

試行結果の活用イメージ

重点的な働きかけの対象の明確化

対象への有効なアプローチの実践

企業や一般市民への目標（大会本番）
の提示

追加対策の検討

取組事例集の展開

課題に対応した企業の支援策の展開

➡ 施策の効果・課題

➡ 企業や従業員の取組
意向・実績

８．道路交通に関する追加対策の検討

首都圏の都市活動・経済活動を支える大動脈であり、選手やメディア等の大会
関係者の輸送の基軸となる首都高の円滑な流動確保は重要である。

働きかけによるＴＤＭにより全体の交通量が減少した場合においても、首都高
の交通量が減りづらい傾向にあること、約1か月に及ぶ大会期間中に交通需要の
低減・分散の継続が必要であることなどを踏まえ、首都高の流動確保に向けた追
加対策の検討が必要である。

＜追加対策の検討の基本的な考え方＞

①大会輸送の円滑化 ⇒ 大会期間中に限定して適用
②都市活動の安定 ⇒ 代替手段の無い物流車両には基本的に適用しない

(物流車両の範囲は検討が必要)

＜首都高の流動確保策の例＞

料金施策
通行車両の制限

例1：ナンバープレート規制 例2：HOV※レーン
※High Occupancy Vehicle

（１）首都高での流動確保策

〇駐車場探しによるうろつき交通の抑制（駐車場の予約制の導入など）
〇イレギュラー時における現地対応（車線規制等）の強化

（２）一般道での対策

10．交通マネジメントに関する広報及び情報の共有

多くの企業や市民の理解を得て、大会を成功に導くためには、試行段階から、
大会時の交通状況や協力のお願いをわかりやすく、きめ細やかに隅々まで伝えて
いく広報戦略が必要
〇大会輸送や交通マネジメントに関する効果的な広報（大会輸送影響度マップ、

試行や大会を見据えたイベント開催、ＨＰによる情報提供に加えポスター・サ
イネージなどの活用）や迂回誘導を行う情報ツールの検討

〇大会時の交通関連情報の収集、モニタリング・情報共有体制の整備（大会関係
者や観客の安全・円滑な輸送実現のために総合調整を行う部署として輸送セン
ターを整備）

・大会本番並みの目標を掲げ、交通混雑緩和に向け
た取組を総合的にテストする期間を設定

・試行において検証を行った上で、必要な見直しを
実施

・オリンピック・パラリンピック競技大会の期間に
相当する期間を集中取組期間とし、企業等に重点的
な取組を依頼

・各社取組のピークを合わせるチャレンジウィーク
及びコア日には、効果測定を実施。ＴＳＭは大会時
と同等規模で数日試行する他、選手村～競技会場間
でのバス・フリート等の試走（コア日等）も予定

・さらに、大会までに実施されるテストイベントに
合わせた検証を実施

※本案の内容は、輸送運営計画V2(案)に反映しています。今後の検討を踏まえた更新内容も同案へ適宜反映する予定です。



企業の取組事例紹介

➢ スムーズビズ キックオフイベント 令和元年5月29日（水）10:00 ～ 11:30
➢ 10の企業及び団体が自社のスムーズビズの取組について紹介

企業・団体名 主な取組内容

ＮＥＣ
オリンピック期間の１週目は全社員が連続在宅勤務、２週目は全社一斉夏季集中休暇の実施
パラリンピック期間中の１週間において連続で在宅勤務、２日以上の有給休暇の推奨

ＪＴＢ
各支店・店舗及びグループ会社で在宅勤務・オフピーク通勤の実施、
年休や夏季休暇の取得を促進

SMBC信託銀
行

休暇取得、時差Bizの実施、テレワーク推進、夏の２週間主要会議を原則禁止

全日本空輸 帰省先でテレワークを行う「テレさとワーク」の推奨

東日本旅客
鉄道

スムーズビズの広報活動を計画・特典付与等によるオフピーク通勤の促進

鹿島建設
モデル現場（公共・民間）を設定し、工事車両の削減やオフピーク時間帯での搬出入、東京2020大会
期間後半の現場全休の実施

キユーピー 「翌々日納品」によるリードタイムの確保と「簡素な検品レス」による物流効率化

ヤマト
ホールディン

グス

宅配便ロッカーなど受取場所拡大による再配達の抑制、
外国人旅行者の手荷物配送による鉄道混雑の緩和

ケ―ビー
エスクボタ

内陸コンテナデポを活用した空コンテナ輸送の削減により、臨港部の渋滞を緩和

東京都
社会保険
労務士会

会員を通じて、企業へのスムーズビズ取組周知

資料４－２－１
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企業への参画呼びかけ

〔企業向け説明会〕

➢ 交通需要マネジメント（TDM）推進に向けた企業向け説明会を2017年6月から実施

➢ 参加人数は延べ約7,000名（2019年5月末現在）

➢ 2019年度中に説明会を約300回開催予定

〔無料の個別コンサルティング〕

➢ アクションプラン作成のための個別コンサルティングの実施 (2019年度 3,600回程度予定）
※2020TDM推進プロジェクトへの参加登録が必要

2



広報活動について

➢ 企業等を中心に、試行実施の周知及び

ＴＤＭへの協力呼びかけを行う

〔試行の広報〕

➢ ６/７（金）に記者発表したポスターを、企

業や鉄道事業者の皆様、東京圏の自治

体などにご協力をいただき周知

掲載箇所：

コンビニ/鉄道駅・車内/公共施設（東京圏）

/スポンサー/TDM-P協力者 など

➢ また、スムーズビズPR用動画により各媒体

を用いて、推進期間中の取組を普及して

いく

放映箇所：

鉄道駅・車内/公共施設（東京圏）/TVCM/

デジタルサイネージ

3



４月号

６月からテレワークを
導入します！

２０２０年夏の交通混雑緩和に向けて
積極的に在宅勤務を勧めよう！

社内報
ＡＢＣ 株式会社

広報活動について

2020TDM推進プロジェクトのシンボルマーク

名刺への掲載社内報への掲載

〔シンボルマークの使用イメージ〕

➢ プロジェクト参加企業内での理解と各社取組の更なる普及を促すため、各種取組を組織内

外へ発信する際に利用可能な、シンボルマークを作成

会社名や
団体名が
記入可能

➢ 2020TDM推進プロジェクトのホームページで、

プロジェクト参加企業によるダウンロードが可能

4



企業の皆様にお願いしたい取組
資料４－２－２

～ 2019年夏のチャレンジウィークから何か始めてみませんか～

※テレワークとは、ICT（情報通信技術）を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であり、在宅勤務やサテライトオフィス勤務、
モバイルワークの形態があります

【人の流れに関する取組】 【モノの流れに関する取組】
□休暇の計画的な取得
例：スムーズビズ推進期間中に夏休み！

□時差出勤、フレックスタイム制の導入
例：朝の混雑時間帯を避けて出勤！

□テレワーク※の導入
例：混雑する都心に来ない働き方！

テレワーク・デイズ2019への参加
□打合せのメール・電話等での代替
例：移動をとことん減らす！

□納品時期の変更
例：7月前半に納品を前倒しし、事前に在庫を多く持つ！

□混雑時間・地域の回避・迂回
例：本番時に混みそうな時間やルートを避けた輸送の検討

（「大会輸送影響度マップ」をご活用ください）
□荷主やサプライチェーンの関係者で話し合う
例：届け時間の変更、届け回数の変更

リードタイムの変更、検品の簡素化
他社と一緒に取り組む（共同物流） 等

【自動車の走行台数減】

□首都高速道路や交通が集中する地区※を走行する自動車の30％減を目指す

※重点取組地区：「競技会場等が集中」「道路の混雑箇所を通過する交通が多い」16地区（資料４－１ P3参照）



取組実施に向けて ～オフピーク通勤実施の検討例～

例えば… “オフピーク通勤の５０％達成を目指す！”

時差出勤や休暇取得、テレワークなどを組み合わせ半数の従業員が８時半～９時半までの出勤を避ける

取組のボリュームを検討していただく際の一つのご参考にしてください。

◆対象となる従業員が １０名の場合の各取組ボリューム検討例 （１日当たり）

【通常】

８：３０～９:３０出勤

【スムーズビズ推進期間】

７：００～８:３０出勤

８：３０～９:３０出勤

９：３０～11:００出勤

夏季休暇

テレワーク



取組実施に向けて ～オフピーク通勤実施の検討例～

保育園の子供の送り迎えがあるなど、時差出勤は難しい

業務上テレワーク、時差出勤は難しい

一人一人の働き方や事情に合わせて、様々な施策を組み合わせながら、
みんなで取り組むことが継続のコツです！！

スムーズビズ推進期間中、従業員が１０名の場合の働き方の例

24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9
（祝） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日）

Aさん
夏季
休暇

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

Bさん
8:30～
9:30出勤

夏季
休暇

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

Cさん
8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

夏季
休暇

テレ
ワーク

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

テレ
ワーク

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

Dさん
8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30

夏季
休暇

テレ
ワーク

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

テレ
ワーク

8:30～
9:30出勤

Eさん
8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

テレ
ワーク

8:30～
9:30出勤

夏季
休暇

テレ
ワーク

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

テレ
ワーク

Fさん
8:30～
9:30出勤

テレ
ワーク

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

夏季
休暇

テレ
ワーク

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

Gさん
テレ
ワーク

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

8:30～
9:30出勤

夏季
休暇

7:00～
8:30出勤

9:30～
11:00出勤

9:30～
11:00出勤

Hさん
7:00～
8:30出勤

7:00～
8:30出勤

7:00～
8:30出勤

7:00～
8:30出勤

7:00～
8:30出勤

7:00～
8:30出勤

7:00～
8:30出勤

夏季
休暇

7:00～
8:30出勤

7:00～
8:30出勤

Iさん
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
夏季
休暇

9:30～
11:00出勤

Jさん
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
9:30～

11:00出勤
夏季
休暇

7月 8月



① 高速道路

② 一般道路

③ 鉄道 駅間 ・・・2018年10月31日

第３回交通輸送技術検討会後 公表（7月31日分のみ）

・・・2018年11月 6日 公表

④ 鉄道 駅 ・・・2019年 2月 22日 公表

⑤ 競技会場周辺・・・2018年12月13日 公表

大会輸送影響度マップについて

【大会輸送影響度マップの種類】

2018年10月31日
第３回交通輸送技術検討会後 公表

企業が、企業活動への影響把握や、大会時に発生しうる混雑の回避策などの
立案に活用することを目的として、交通対策を行わない場合の大会輸送に関わ
る影響度を示したマップ（東京圏都外会場の一般道路）を2020TDM推進プロジェ
クトホームページ上で公表。

【マップの使い方（例）】

自社への影響とその度合いを確認 大会中のアクションプラン作成

【大会輸送影響度マップ】

<大会輸送影響度マップ（一般道路） 一例>
・「大会関係者車両が通行することによる所要時間の増加の程度」を示したもの
（大会時の混雑そのものを表したものではない）
・着色されている時間帯及びその直前・直後の利用をできるだけ回避するなど、
各企業がＴＤＭの対策を検討する際の参考としていただく

今回公表するマップは2020ＴＤＭ推進プロジェクト事
務局が、一定の前提をおき、何も交通対策を行わない
場合に生じる影響に関する情報をまとめたものです。
必ずしも当日の交通状況を正確に表現したものではあ
りません。大会時の行動をあらかじめ検討する際の参考
としてご利用ください。
本マップの作製にあたり、大会期間中の交通規制、Ｔ
ＤＭによる交通量の低減等、検討中であり、現時点で
反映できていない交通条件があります。
大会輸送による一般道路については、2020年におけ
る通常時の道路交通の状況に加え、大会期間中に大
会関係者が車両により移動するものという前提をおき、そ
の交通状況を表現した交通シミュレーションを実施したも
のをもとに、その影響についてとりまとめています。

2020/７/31（金）16：00～19：00 （幕張メッセ）

2020/７/31（金）16：00～19：00
（霞ヶ関カンツリー倶楽部、さいたまスーパーアリーナ、埼玉スタジアム2002）

2020/8/8（土） 19：00～22：00 （横浜国際総合競技場、横浜スタジアム）

2020/７/29（水）8：00～9：00
（釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ））

凡例

大
↑

期間中に

移動する
際の所要
時間
↓
小

一般道ORN

競技会場等

一般道路

鉄道・駅

3割以上
の遅れ

資料４－３－１



１ 臨海部混雑マップの目的

○ 東京2020大会では、臨海部では多くの競技会場等が集中しており、大会関係車両による交通量の増加
が予想されている。一方、東京港では、生活関連物資を中心とした多くの貨物を取り扱っており、臨海
部はコンテナふ頭を利用する物流関係車両をはじめとする交通量の集中するエリアである。

○ そこで、大会運営と物流機能とを両立させるために、臨海部の交通混雑の詳細な情報をマップとして
情報提供することで、大会時における交通量の抑制・分散化に係る取組について荷主企業を始めとする
物流事業者等の参考としていただく。

臨海部混雑マップの公表について

２ 臨海部混雑マップの概要

○ 対象期間 2020年７月２５日～同年８月８日 の全ての日毎に掲載

○ 対象エリア 臨海部の競技会場が集中する地区とコンテナふ頭が主な対象エリア

○ 対象道路 臨海部の主要道路（国道、都道、臨港道路等）及びＯＲＮ（オリンピック・ルート・
ネットワーク）をメインとして掲載

◆ 臨海部混雑マップの閲覧に当たっての留意点

○ 今回のマップは、東京2020大会期間中において、「何も交通対策を行わなかった場合」における道路の影響についてま
とめたもので、実際に生じる大会期間中の交通状況を予測したものではありません。

○ ＴＤＭなどの交通対策や路上競技実施時の状況、大会期間中の交通規制については反映しておりません。
○ ＯＲＮ等であっても一般車両の通行が少ないと想定される道路は、掲載の対象外としている場合があります。
○ 今後、新たな情報等を踏まえて、臨海部混雑マップについては適宜更新していく予定です。

資料４－３－２



概要

考
え
方

○ 臨海地域について、主要道路別に予測しています。

○ 一般車両の交通状況に大会関係車両による影響を上乗せし、
予測した混雑状況の程度を表示しています。
（渋滞（～時速10km/h）など）

分
析

【青海コンテナふ頭・中央防波堤外側コンテナふ頭】
○ 有明・台場地域は、大会期間中、平日のほぼ全日程で道路の渋滞や混雑が
予測されます。

⇒ 東京港臨海道路を経由した南側からの動線の検討が有効です。

○ 大会関係車両の影響は少ないが、有明・台場地域を避ける車両の
東京港臨海道路への流入が予想されます。

⇒ 早朝や夜間など、搬出入の時間をずらすことが有効です。

【大井コンテナふ頭】
○ 競技会場である大井ふ頭中央海浜公園周辺の道路は混雑の傾向です。
⇒ 早朝や夜間など、競技時間を避けた走行が有効です。

臨海部混雑マップについて

○ 東京港の各ふ頭周辺道路は、時間帯により、大会関係車両による影響で渋滞の発生が予測されます。

※ 臨海部混雑マップは、TDMなどの交通対策や路上競技実施時の状況、大会期間中の交通規制などについては反映していません。

今後、適宜、情報を更新させていただく予定です。

○ 特に、競技会場が集中する有明・台場地域については、大会期間中の恒常的な混雑が予測され、周辺の通行を控えることが重要です。

○ また、各ふ頭に至るまでの地域についても全体的に日中の混雑が予測されるため、早朝、夜間の輸送などが有効です。

物流事業者の皆様へ



※ 今回公表するマップは、一定の前提をおき、何も交通対策を行わない場合に生じる影響に関する情報をまとめた
ものです。必ずしも当日の交通状況を正確に表現したものではありません。

※ 凡例の混雑状況は、「渋滞（～時速10km/h）」、「混雑（時速10～20km/h）」、「空いている（時速
20km/h～）」で表示しています。（公益財団法人日本道路交通情報センターの資料による）

※ オリンピック・ルート・ネットワーク（ORN）の対象道路については、グレーの色で表示しています。なお、ORN等で
通行規制等の交通対策が実施されることがあります。

※ 交差点待ち等の影響により「渋滞」、「混雑」と表示されている場合もありますのでご留意ください。
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※ 今回公表するマップは、一定の前提をおき、何も交通対策を行わない場合に生じる影響に関する情報をまとめた
ものです。必ずしも当日の交通状況を正確に表現したものではありません。

※ 凡例の混雑状況は、「渋滞（～時速10km/h）」、「混雑（時速10～20km/h）」、「空いている（時速
20km/h～）」で表示しています。（公益財団法人日本道路交通情報センターの資料による）

※ オリンピック・ルート・ネットワーク（ORN）の対象道路については、グレーの色で表示しています。なお、ORN等で
通行規制等の交通対策が実施されることがあります。

※ 交差点待ち等の影響により「渋滞」、「混雑」と表示されている場合もありますのでご留意ください。



※ 今回公表するマップは、一定の前提をおき、何も交通対策を行わない場合に生じる影響に関する情報をまとめた
ものです。必ずしも当日の交通状況を正確に表現したものではありません。

※ 凡例の混雑状況は、「渋滞（～時速10km/h）」、「混雑（時速10～20km/h）」、「空いている（時速
20km/h～）」で表示しています。（公益財団法人日本道路交通情報センターの資料による）

※ オリンピック・ルート・ネットワーク（ORN）の対象道路については、グレーの色で表示しています。なお、ORN等で
通行規制等の交通対策が実施されることがあります。

※ 交差点待ち等の影響により「渋滞」、「混雑」と表示されている場合もありますのでご留意ください。
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交通マネジメント推進に向けた

2019年夏の試行内容（案）について
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1

１．試行の期間

➢大会本番並みの目標を掲げ、交通混雑緩和に向けた取組を総合的にテストする期間を設定

➢オリンピック・パラリンピックの期間に相当する期間を集中取組期間とし、企業等に重点的な
取組を依頼

➢各社取組のピークを合わせるチャレンジウィーク及びコア日を中心に、効果測定を実施

➢ TSMは大会時と同等規模で数日試行する他、選手村～競技会場間でバスを実走

集中取組期間① （7/22～8/2）

チャレンジウィーク（7/22～26）、コア日（7/24）

試行期間（スムーズビズ推進期間）

〇道路交通 ・一般交通
東京圏の広域における一般交通について、大会前の交通量の一律10％減を目指す。特に重点取組地区については、出入りする交通量の30%減を目指す。

・首都高速道路における交通量の更なる減
首都高速道路については、交通量を最大30％減とすることで、休日並みの良好な交通環境を目指す。



ＴＳＭに関する試行

２．試行の概要

2

ＴＤＭに関する試行

企業等への働きかけ

（東京圏、重点取組地区、特定エリア等）

高速道路の本線料金所流入調整、
入口閉鎖

一般道路の交通対策（信号調整）政府・都庁の取組 等

＜試行の主な内容＞

試行結果を踏まえた、追加対策の検討、大会時に向けた交通マネジメント改善策の検討 等

＜検証の主な内容＞

交通マネジメント（ＴＤＭ＋ＴＳＭ）の検証

・交通量低減
（首都高、一般道）

・移動時間分布 等

TDMの検証

・事前事後アンケートによる
企業の取組内容、意向

・特定エリアでの交通低減量
・交通量の減少量の推定
等

TSMの検証

・本線流入調整
・入口閉鎖
・一般道路交通対策

影響把握を合わせて実施

物流の検証
物流効率化に
向けた取組の
実態調査

（サンプル調査）

※テストイベント等の実施に合わせ、各会場付近において大会
期間を想定した交通規制等を実施・検証するほか、会場周辺
の駐車場利用の抑制に関する試行などを別途実施する。



TDM TSM

７月２２日(月)
企業等による交通混雑緩和の取組

（各社の取組のピーク）
ー

２３日(火)
企業等による交通混雑緩和の取組

（各社の取組のピーク）
ー

２４日(水)

・企業等による交通混雑緩和の取組
（各社の取組のピーク）

・スムーズビズ（コア日）
・テレワークデイズ2019（コア日）
・国の取組

【高速】
・本線料金所での流入調整
・入口閉鎖による本線流入調整
【一般道】
・環七内側への流入抑制（信号調整）

２５日(木)
企業等による交通混雑緩和の取組

（各社の取組のピーク）
ー

２６日(金)
企業等による交通混雑緩和の取組

（各社の取組のピーク）

【高速】
・本線料金所での流入調整
・入口閉鎖による本線流入調整
【一般道】
・環七内側への流入抑制（信号調整）

備考

・都庁及び国の取組を含む日
・集中取組期間
①７月２２日～８月２日
②８月１９日～８月３０日

・課題や確認事項があれば８月２３日(金)に再度TSMの
全部又は一部を実施

３．チャレンジウィークの取組

3

※

※

＜チャレンジウィーク期間中に
交通量が多いと予想される日＞

＜TDM取組のコア日、
オリンピック開会式１年前＞

※２４日(水)、２６(金)にはＴＤＭとＴＳＭを同時に実施予定



4

４．ＴＤＭの試行内容

➢ スムーズビズ参加企業や、関連する取組（テレワークデイズ2019等）への参加

企業に対し、試行実施を呼びかける

働きかけの手段 内容

①メールマガジン
・2020ＴＤＭ推進プロジェクトの登録企業（約1,600社・事業
所：6/14現在）に定期的にメルマガを配信

②説明会
・全体説明会、地区別説明会、出張説明会（要請に応じて実施：東
商支部や各協会等）

③PRチラシ
試行前アンケート票

・経済団体・業界団体を通じ、企業に配布
・重点取組16地区でのポスティング

④イベント
・スムーズビズキックオフイベント（５／２９）
・テレワーク・デイズ2019＆スムーズビズ推進期間プレイベント
（７／１）

⑤広報
（動画、ポスター等）

・動画
トレインビジョン、ＴＶＣＭ、デジタルサイネージ（主要ター
ミナル駅）等

・ポスター
2020ＴＤＭ推進プロジェクト協力者、国、自治体、首都高、
鉄道事業者等に配布

・電車中吊り広告



5

５．ＴＳＭの試行内容

一般道での対策

【TSM対象箇所】
本線料金所：11箇所／32箇所（圏央道内側）
入口：4箇所／302箇所（圏央道内側）※試行に向けて、チラシ・ポスター、ホームページ、文字情報板等で周知

高速道路TSM実施箇所図
（終日実施）

（１）高速道路において終日実施する対策
・都心部への交通量抑制のため、都心方向への高速道路における11箇所の本線料金所で開放レーン数を終日制限
・選手村周辺等の４つの入口については、大会期間中、交通規制の形態等から大会関係車両専用となるため終日閉鎖

（２）一般道において実施する対策
・都心部への流入交通量を減少させるため、環状七号線上の信号機について、午前５時から正午にかけて都心方向
への青時間の短縮等を実施

○ＴＤＭ実施期間中に、大会時と同規模のＴＳＭを実施（7/24(水)、26(金)等）



6

５．ＴＳＭの試行内容

都心部拡大図

【TSM対象箇所】
入口：50箇所／302箇所（圏央道内側）
対象の50箇所のうち必要な箇所を段階的に閉鎖していく。

◼ 入口閉鎖を実施する箇所・時間については、各日の交通状況によって
異なる。

◼ 事故等による渋滞が発生した際には、本線車線規制、区間通行止め、
ジャンクションでの方向別規制等のほか、これ以外の入口を閉鎖する
場合がある。

◼ 試行の結果を踏まえて、TSM実施箇所等の見直しを行う。

（３）高速道路において交通状況に応じて段階的に実施する対策
・交通混雑が発生しやすい箇所において交通状況をモニタリングし、一定の交通量を超えた時点で、渋滞を未然に
防ぐために効果的な入口を閉鎖する。交通量が増加し続ける場合は、入口閉鎖の箇所を追加していく。
（閉鎖対象の入口は以下の図のとおり）

・閉鎖の解除については、交通状況に鑑み、渋滞等が発生する恐れがなくなった際に実施

※試行に向けて、チラシ・ポスター、ホームページ、文字情報板等で周知

高速道路TSM実施箇所図



開閉会式を想定した試行

１ 目的

〇オリンピックの開会式当日は、大会関係者や観客
に加え、キャスト・ボランティアなど大量の人々
が短期間に集中的に移動する。選手については、
翌日から多くの競技が開始するため、選手に係る
移動の負担を最小にするよう効率的な運行が求め
られている。

〇大会関係者車両や観客の安全・円滑な輸送の確保
にあたっては、企業の物流・業務の動線や周辺住
民の生活動線にも配慮し、都市活動への影響も最
小限に抑える必要がある。そのため、現在、都お
よび組織委員会は、式典時の輸送について関係機
関と協議しているところである。

〇そこで、交通管理者やIOC等とも連携し、大会本番
の約１年前の今夏において、本番に向けた課題を
検証するため、式典時のバス輸送に関わるテスト
を実施するとともに、開閉会式における交通負荷
をバスの実走により再現し、その交通影響等も一
体的に検証する。

２ 実施日（予定）

２０１９年８月２５日（日）

３ 実施内容（案）

〇 バス20～30台の隊列での走行

〇 走行区間は、

・選手村（晴海）⇒新国立競技場周辺 などで

計画中

４ その他

・会場周辺における交通対策は、別紙で交通管理者

等と調整中

・詳細な交通対策については、地元区等調整のうえ、

周辺地域に事前に周知する予定

・住民等の安全の確保に配慮しながらテストを実施

資料４－４－２
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素 案

オリンピック
スタジアム

東京
体育館

通り抜け規制エリア

交通対策を検討している道路

仮想専用通行帯（渋谷方向１車線）

三宅坂方向 渋谷方向

開閉会式を想定した試行
８月２５日（日）実施予定（今回の新国立競技場周辺交通規制の検討対象範囲案）

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基
盤地図情報（S=1:5,000）を使用した。（承認番号 平30情使、第807号）

※本資料に記載のエリアは、今後、追加・変更の可能性がある。
交通規制時間などは、現在、関係機関と調整中である。

※通り抜け規制エリア及び迂回エリアについては、居住者に加え業務や施設利用等その他所用のある車両などは通行可。
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輸送運営計画V2
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適宜開催

今後のスケジュール

●
V2策定

調整 適宜更新

●
第8回

(6/19)

←－→
第4回

適宜開催

適宜開催

試行の検討・準備

●
第５回
(4/16)

試行
7/22~9/6

連携体制の構築等 稼働準備、机上訓練等 本稼働

●
V2(案)

●
第５回
(4/17)

●
素案

評価・分析、改善策の検討

反
映

反
映

●
策定

反
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